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(４) 投資信託 

 

 

 

 

９．（４）投資信託 
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① サービス内容 

 投資信託の購入、解約、各種照会等ができます。 

 内容 

投資信託  

 購入 投資信託商品のご購入をお申し込みいただけます。（予約扱） 

 解約 投資信託商品の解約をお申し込みいただけます。（予約扱） 

 予約取消 購入や解約のお申し込み予約を取り消しできます。 

 取引状況照会 
購入や解約お申し込みのお取扱状況を表示します。 

（受付中・完了等） 

 
分配金取扱区分変

更・取消 

投資信託累積投資の停止と停止解除をお申し込みいただけ

ます。また、そのお申し込みの取り消しを行うことができま

す。 

 
分配金取扱取引状

況照会 

購入や中途換金お申し込みのお取扱状況を表示します。 

（受付中・完了等） 

 取引状況照会 
分配金取扱区分変更申込のお取扱状況を表示します。 

（受付中・完了等） 

投信積立サービス  

 新規申込 投信積立の新規契約をお申し込みいただけます。 

 
契約内容照会・変

更・解約 

ご契約中の投信積立サービスの内容を照会できます。 

また、契約内容の変更（積立日・積立金額等）や投信積立サ

ービス契約の解約をお申し込みいただけます。 

 予約取消 
投信積立サービスの新規申込、契約内容の変更・解約申し込

みの予約を取り消すことができます。 

 取引状況照会 
投信積立サービスの新規申込、契約内容の変更・解約申し込

みのお取扱状況を表示します。（受付中・完了等） 

保有ファンド一覧 

（残高照会） 

保有しているファンドの一覧を表示します。「残高(口数)」

「基準価額」「個別元本」「評価額」の照会ができます。 

・基準日（ご利用時点）までに約定済の各ファンドについて、

基準日時点の内容を表示します。 

・インターネットバンキング以外で購入したファンドの残高

照会もできます。 

取引明細照会 

利用口座として登録されている口座で保有するファンドの

取引明細を表示します。 

・３ヵ月の取引明細（約定日、受渡日、取引種類、ファンド

名、数量（口数）、約定単価、金額、申込手数料）が照会

できます。 

・インターネットバンキング以外で取引したファンドの取引

明細照会もできます。 

「投資に関するお考え

等」登録・変更 

外貨預金や個人向け国債、投資信託購入時等に回答するアン

ケートです。前もって登録・変更しておくことが可能です。 

外貨預金や個人向け国債、投資信託購入時等に回答した内容

も変更として反映されます。 
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② サービス時間 

項目  平日 
土日祝日 

（ﾌｧﾝﾄﾞ申込不可日含） 

購入・解約 

（予約） 

 

分配金取扱区分変更 

（予約） 

※決算日の前営業日の 

当日扱まで 

当日扱 0：00-15：00 － 

翌営業日扱 

15：00-24：00 

（購入は 

3：00-6：00 を除く） 

24 時間 

（購入は 

3：00-6：00 を除く） 

投信積立サービス 

新規申込（予約） 

 

契約内容変更・解約 

（予約） 

※毎月振替日の前営業日の

当日扱まで 

当日扱 

（初回振替日指定、

翌営業日取扱可能） 

15：00 まで 

（新規申込みは 

3：00-6：00 を除く） 

－ 

翌営業日扱 

（初回振替日指定、2

営業日後以降） 

翌営業日 

15：00 まで 

（新規申込みは 

3：00-6：00 を除く） 

翌営業日 

15：00 まで 

（新規申込みは 

3：00-6：00 を除く） 

予約取消 

 

購入・解約 

分配金取扱区分変更 

投信積立サービス新規申込 

契約内容変更・解約 

当日扱 15：00 まで － 

翌営業日扱 
翌営業日 

15：00 まで 

翌営業日 

15：00 まで 

取引状況照会 24 時間照会可能 17：00 に更新 － 

保有ファンド一覧 24 時間照会可能 7：00 に更新 － 

明細照会 24 時間照会可能 7：00 に更新 － 
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③ 取扱商品 

サービス 内容 

購入 

単位型ファンドを含むすべての商品が対象です。 

お客さまの投資経験等により選択できない商品があります。 

・金額指定による購入。 

・ファンド毎に定められた最低申込金額以上 5,000 万円以下。 

※同一ファンドの購入は、1 日 1 回（日付変更 15：00）のみ可能です。 

※インターネットバンキングの購入画面にて表示されている商品につい

てお申し込みできます。 

解約 

単位型ファンドを除くすべての商品が対象です。 

・金額指定による解約。 

・1 円以上残高以下。 

※インターネットバンキングで購入した商品以外も解約できます。 

※同一ファンドの解約は、1 日 1 回（日付変更 15：00）のみ可能です。 

分配金取扱区分変更 
分配金累積投資または累積投資の停止が取り扱える商品すべて

が対象です。 

投信積立サービス 

新規申込 
分配金累積投資型のファンドすべての商品が対象です。 

投信積立サービス 

契約内容変更・解約 

投信積立サービスのご契約をいただいているファンドすべての

商品が対象です。 
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④ 入力画面等の詳細 

ア. 購入 

 

項  目 内   容 

お取引きにあ

たってページ 
投資信託のお取引にあたって、ご理解いただい事項を表示します。 

「投資に関するお

考え等」ページ 

お申し込み時点で登録されている「投資に関するご経験等」が表示されます。

変更がある場合は変更ボタンを押下して変更できます。 

お取引のご意向確

認ページ 

お申し込み時点の保有資産や、資金原資、運用を予定している期間や

金額等を入力していただきます。リスク金融商品が所定の比率（画面

上に表示）以上である場合お申し込みできません。 

購入商品選択

ページ 

お申し込みいただく商品を選択していただきます。 

画面上に表示されている商品の中から選択できます。 

※お取引のご意向確認ページでのご回答により表示されるファンドが異なりま

す。 

ファンド内容

確認ページ 

商品の詳細を確認していただきます。 

（ファンド名、分類、運用会社、特徴、申込単位、決算日、信託期間、

申込手数料、信託報酬、信託財産留保額、ファンドの特色, 

目論見書補完書面等） 

目論見書交付

等の確認ペー

ジ 

目論見書・累積投資約款を確認していただくページです。 

目論見書をご覧いただき、本文中記載のある目論見書更新年月等を入

力していただく必要があります。 

お引出し口座 
ご購入資金を引出す口座です。ご利用登録されている口座のうち、選

択可能な口座が表示されます。 

ファンド名 ご購入いただく商品名が表示されます。 
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預り指定区分 

ご購入いただく商品をお預入れいただく口座です。 

預り指定区分（ＮＩＳＡ優先・特定預り・一般預り）を選択していた

だきます。なお、口座を開設いただいていない指定区分へのお預入れ

はできません。 

申込金額 

ご購入希望の金額を入力していただきます。5,000 万円以下。 

最低金額および単位はファンド内容確認ページにて表示された単位と

なります。 

分配金受取 

累積投資または累積投資の停止（分配金受取）を選択したいただきま

す。累積投資の停止（分配金受取）の場合にチェックボックスにチェ

ックをしていただきます。 

確認画面 
お申し込み内容を確認していただきます。 

お申し込みの約定予定日や資金のお引出し予定日が表示されます。 

資金決済 
営業日 15：00 までのお申し込みに対して、15：30 頃から順次資金決

済されます。 

サービス時間 24 時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 

お申し込み取

消 

24 時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 
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イ. 解約 

 

項  目 内   容 

商品選択ページ 解約したい明細を選択します。 

解約の対象と

なるファンド 

選択したファンドの内容を表示します。（ファンド名、預り区分、残高、

（口数）、基準価額、評価額等） 

換金方法 解約のみ選択可能です。 

金額のご指定 
全部解約か一部解約（金額指定）を選択できます。 

1 円以上 1 円単位 残高以下の金額が入力できます。 

解約内容確認

ページ 

解約内容を確認していただきます。 

約定予定日や資金のお引出し予定日が表示されます。 

資金決済 入金予定日に入金口座に入金されます。 

サービス時間 24 時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 

お申し込み取

消 

24 時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 

 



59 

※各画面イメージは開発段階のサンプルであり 

実際とは異なる場合があります。 

2022/4/1 ＃1.0.28 

ウ. 分配金取扱区分変更 

 

項  目 内   容 

商品選択ページ 変更したい明細を選択します。 

変更内容確認

ページ 

変更内容を確認していただきます。 

お申し込み時点で「分配金再投資」ならば「分配金再投資停止（受取）」

へ、「分配金再投資停止（受取）」ならば「分配金再投資」へ変更にな

るように自動的に表示されます。 

サービス時間 
24 時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 

決算日の前営業日 15：00 まで 

お申し込み取

消 

24 時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 
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エ. 投信積立サービス新規申込 

 

項  目 内   容 

お取引きにあ

たってページ 

投信積立サービスのお取引にあたって、ご確認いただきたい事項を表

示します。 

「投資に関するお

考え等」ページ 

お申し込み時点で登録されている「投資に関するご経験等」が表示されます。

変更がある場合は変更ボタンを押下して変更できます。 

お取引のご意向確

認ページ 

お申し込み時点の保有資産や、資金原資、運用を予定している期間や

金額等を入力していただきます。リスク金融商品が所定の比率（画面

上に表示）以上である場合お申し込みできません。 

投信積立サー

ビス規定の交

付 

投信積立サービス規定をご確認いただきます。 
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商品選択ペー

ジ 

お申し込みいただく商品を選択していただきます。 

画面上に表示されている商品の中から選択できます。 

※お取引のご意向確認ページでのご回答により表示されるファンドが異なりま

す。 

ファンド内容

確認ページ 

商品の詳細を確認していただきます。 

（ファンド名、分類、運用会社、特徴、決算日、信託期間、信託報酬、

信託財産留保額、ファンドの特色、積立単位、買付手数料、目論見書

補完書面等） 

目論見書交付

等の確認ペー

ジ 

目論見書・累積投資約款を確認していただくページです。 

目論見書をご覧いただき、本文中記載のある目論見書更新年月等を入

力していただく必要があります。 

申込日 申込日（操作日）が表示されます。 

預り指定区分 

ご購入いただく商品をお預入れいただく口座です。 

預り指定区分（ＮＩＳＡ優先・特定預り・一般預り）を選択していた

だきます。なお、口座を開設いただいていない指定区分へのお預入れ

はできません。 

ファンド名 ご購入いただく商品名が表示されます。 

引落口座 投資信託取引における指定預金口座となります。 

振替開始年月 
積立を開始する年月を選択します。 

当月または翌月を指定できます。 

毎月の振替日 
毎月の振替日を指定します。16 日か 26 日を指定できます。 

該当日が土日祝日の場合は翌営業日となります。 

毎月のお買付

金額 

毎月の積立金額を指定できます。 

指定できる金額はファンド内容確認ページの積立単位によります。 

増額月 
積立金額を増額する月を指定できます。 

（年 2 回まで） 

増額月のお買

付金額 

増額月の積立金額を指定できます。 

指定できる金額はファンド内容確認ページの積立単位によります。 

確認画面 
お申し込み内容を確認していただきます。 

お申し込みの内容や初回振替予定日が表示されます。 

資金決済 振替日の 15：30 頃から順次資金決済されます。 

サービス時間 
24 時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 

初回振替予定日の前営業日 15：00 まで 

お申し込み取

消 

24 時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 
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オ. 投信積立サービス契約内容変更・解約 

 

項  目 内   容 

商品選択ページ 
投信積立サービス（契約内容照会）画面から、変更・解約したい明

細を選択します。解約の場合は選択後直ぐに確認画面へ遷移します。 

ファンド名 選択した商品名が表示されます。 

引落口座 選択した商品の引落口座が表示されます。 

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽにﾁｪｯｸをした項目の変更が可能になります。 

毎月の振替日 16 日か 26 日が選択できます。 

毎月のお買付金

額 

任意の金額が入力できます。 

指定できる金額は原則 1 千円以上 1 千円単位、ファンド内容の積立

単位によります。 

増額月 年 2 回まで増額月を入力できます。 
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増額月のお買付

金額 

任意の金額が入力できます。 

指定できる金額は原則 1 千円以上 1 千円単位、ファンド内容の積立

単位によります。 

預り指定区分 

預り指定区分（ＮＩＳＡ優先・特定預り・一般預り）を選択してい

ただきます。なお、口座を開設いただいていない指定区分へのお預

入れはできません。 

サービス時間 
24 時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 

振替予定日の前営業日 15：00 まで 

変更申込の取消 24 時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 
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(５) ネット保険 

① サービス内容 

 インターネットバンキング上で、保険契約の媒介を行います。実際の契

約行為等は媒介している保険の引受会社側のシステムで行われます。 

 

② サービス時間 

        24 時間受付可能です。（ただし、商品の引受保険会社側のシステム稼働

時間によって変わります。）  

 

 

③ 取扱商品 

 インターネットバンキング画面上に表示されている保険商品について

媒介できます。 

 

 

９．（５）ネット保険 


